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例会場  日信ビル ２Ｆ

点鐘   12:30

会長    岩崎一隆

幹事    佐藤 淳

司会    金子淳美

お客様の紹介

親睦活動委員長 田原春夫

✰本日のビジター

司法修習生 竹内香奈子様

✰斉唱

     国歌「君が代」     

我等の生業

今月の歌 「おぼろ月夜」

✰唱和

ロータリーの目的

白 日光

四つのテスト 舟山清志

✰本日のプログラム

卓話

「職業奉仕について」

職業奉仕委員長

       塚本 晃

下記文書が届いております。

地区事務所より

・インターアクト・ローターアクト

合同奉仕活動・懇親会の案内

・規定審議会クラブ提案のお願い

・インターアクト日韓青少年交流事業訪韓のお知らせ

３/25(土)～30(水) 5 日間

・2017-18国際奉仕ﾌ゚ ﾛｼ゙ ｪｸﾄについて

・2017-18年度受入関係者名簿記入のお願い(青少年交換

・財団 NEWS 2017 年 4 月号  回覧

宮崎南 RC より 40 周年記念誌   回覧

★4 月度理事役員会議事録報告

最終例会について：6 月 28 日 魚庄本店

         皆様こんにちは。４月第１例会に出席頂きまし

てありがとうございます。

お客様白日光会員の研修生の竹内さん、ようこ

そ蓮田 RC にお越し頂きました。今日はお客様で

すが、司法修習生が修了し、検事、裁判官、弁護

士いずれかになられたら、是非、蓮田ロータリークラブの会員に

なってください。

今日は、塚本会員の卓話です。塚本さんよろしくお願いします。

さて、この会場での例会は久しぶりです。３月８日のチャリティ

コンサートに向けてのフォーラム、１５日は、岩槻、岩槻東さんと

の３クラブ合同例会、１９日は、ハストピアにてロータリー財団設

立１００周年記念チャリティコンサートが開催されました。皆様の

ご協力で無事、盛大に開催出来ました。改めて御礼申し上げます。

有難うございました。

その後、２２日には、親睦ゴルフ大会がフレンドシップカントリ

クラブで行われ、十川会員の奥様が優勝されたことを聞きました。

おめでとうございます。

今月に入り、４月１日土曜日、さくら祭りが開催され、お好み焼

きを販売しました。社会奉仕委員会、青少年奉仕委員会の皆さま、

会員の皆さま、蓮田松韻高校のインターアクトクラブの生徒さん、

顧問の先生、多くの皆さまの協力で６５,０００円の売り上げがあり

ました。特に、サッカー少年団のお母さまの皆さまには、キャベツ

切り大活躍でした。皆様のご協力に感謝します。

また、例会後、幸手 RC の５０周年記念式典の参加の皆さま有難

うございます。４月２６日には、宮崎南 RC さんとの合同研修会が

開催されます。次年度は、スエーデンからエバさんという高校生の

女の子を受け入れます。田中年度に向け、引継ぎ期間です。何かと

忙しい日々が続きますがよろしくお願いします。

では本日もよろしくお願いします。
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ロータリーとは何ですか

聞かれた時に、ロータリーとは

職業倫理を重んずる実業人、専

門職業人の集まりだということ

を頭に入れて、四つのテストが

ロータリーの倫理基準であると

ご理解いただきたい

2017 学年度米山記念奨学生

カウンセラーの黒須雅行会員

一年間宜しくお願い致します。

社会奉仕委員長    栗原 均

・チャリティコンサートの御礼

たくさんの方にお手伝い、汗をかいて頂きました。

本当に有難うございました。

クラブ研修リーダー  黒須雅行

・第２回家庭集会（ＭＵ）について

５/15 までに各班でＭＵをお願い致します        

クラブ広報委員長   渡辺 圭

・チャリティコンサート 埼玉新聞掲載

・ロータリーの友より記事紹介  

次年度会長      田中政司           

・2017-18 委員会名簿

レターBOX の中に入っております。

・地区研修・協議会について ４/21(金) 10:20 点鐘

          於：大宮ソニックシティ

          

補足説明の

土橋藤男会員

職業奉仕の誕生

職業奉仕の実践

職業奉仕の発展

地区作成のＤＶＤにて説明

会員誕生日

星野正男 川田金造 熊倉 清

森伊久磨 関根 浩 島村 功

齋藤 清 武内里佳

会員結婚日

近藤憲明・和美 近藤敬男・敏子

本橋敏男・静江 森伊久磨・智子

配偶者誕生日

土橋浩子 岩崎宣子 栗原容子

森 智子 島村礼子 田中君子

十川久子

４月の御祝い

白先生の事務所で司法修習生として

勉強中です。

次年度地区インターアクト・ライラ委員

小林健男会員

埼玉新聞

2017.3.29 掲載



3 ページ

岩崎一隆さん ４月の第一例会への出席ありがとう

ございます。チャリティコンサートを

       はじめに各イベントへの参加ありがと

うございます。今年も残すところ最後

の４半期となります。皆様のご協力よ

ろしくお願いします。竹内さんようこ

そ！塚本さん卓話お願いします。

佐藤 淳さん ４月５日 本日もご出席ありがとう

       ございます。チャリティコンサート、

       野球大会、さくらまつりと大きなイベ

       ントお世話になりました。ありがとう

       ございました。本日は、職業奉仕委員

       会塚本委員長、卓話よろしくお願い申

       し上げます。また、幸手 RC50 周年

       にご参会の皆様よろしくお願い申し上

げます。

白 日光さん 久しぶりの例会出席です。今日は修

習生を同行しました。よろしくお願い

致します。

秋葉功四郎さん 竹内さんようこそ。塚本さん卓話宜

しくお願い致します。

土橋藤男さん 塚本職奉委員長さん、本日は卓話ご

くろう様です。

金子敦美さん 職業奉仕塚本委員長、卓話よろしく

お願いします。本日もよろしくお願い

します。

鯨岡文夫さん 塚本さん卓話ありがとうございます

幸手 RC50 周年式典に出席してき

ます。

  

。

黒須雅行さん 職業奉仕委員長 塚本さん卓話宜し

くお願いします。

田原春夫さん 塚本さん、卓話宜しくお願いします。

田中雪心さん 塚本さん卓話ごくろう様です。

渡辺 圭さん 塚本さん、本日の卓話よろしくお願い

致します。

島村 功さん 妻への花のプレゼントありがとうござ

います。

塚本 晃さん 長女の誕生日です。10 歳になりまし

た。プレゼントは塚本事務所にて受け

付けております。

栗原 均さん さくら祭りありがとうございました。

武藤倫雄さん さくら祭りお疲れ様でした。本日もよ

ろしくお願いいたします。

田中政司さん さくらまつりお疲れ様でした。やっと

良い季節となりました。４/3 次年度

の会長・幹事会があり、いよいよと感

じています。

深江瑞枝さん ４月桜がいまさかりです。よろしくお

願い致します。

舟山清志さん 桜の満開の時季になりました。とても

気持ちの良い毎日です。本日も宜しく

お願い致します。

桐田直樹さん 花見時ですネ～

富田 穣さん 桜満開、日本の春 いよいよ活動全開

です。本日も宜しくお願いします。

小林健男さん 本日はよろしくお願いします。

中野政廣さん いつもお世話になります。

本日の合計 累計 総数

￥41,000 ￥1,787,500 22 名

目標額  ￥2,000,000

56 23

（１）
29 ９

（出席免除４）

本日の出席率 62.26％

修 正 出 席 率(3/19） 100%
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例会場＆事務所 蓮田市本町 4-１１

           日信ビル 2F

例会日 水曜日 12:30～13:30

ＴＥＬ 048-765-1288

ＦＡＸ 048-765-1289

ｅ-mail hasudarc@gmail.com

http：//www. hasuda-rotaryclub.com/

会 長    岩崎一隆    幹 事 佐藤 淳

会長エレクト 田中政司    副会長 波多野勝治

副幹事    栗原 均

クラブ広報委員長  渡辺 圭

    副委員長 山岸茂夫

     委 員  土橋藤男 近藤敬男 熊倉 清

          栗林 学 宮野訓夫 斉藤啓崇

          齊藤清和


